
  事務局 〒410-0022沼津市大岡下石田１４28－１ 沼津YMCAセンター内  

  沼津ワイズメンズクラブ 

   NUMAZU  JAPAN CHARTERD，1967 

国 際 会 長            主 題“Let us walk iｎ the Light-together”「共に、光の中を歩もう」 

Henry Grindheim(ノルウェー) スローガン “Fellowship across the Borders” 「国境なき友情」 

アジア会長           主 題 “Respect Y’s Movement”「ワイズ運動を尊重しよう」 

Tung Ming Hsiao （台湾）   スローガン 「よりよい世界のために ワイズメンファミリーの絆を深めよう」 

東日本区理事          主 題「広げよう ワイズの仲間」“Extension Membership & Conservation”  

栗本治郎（熱海）            スローガン「楽しくなければワイズじゃない 積極参加で実りある奉仕」  

富士山部長          主 題  「活き活き仲良し富士山倶楽部」 

加藤 博（熱海グローリー）        スローガン「自分を愛するように隣人を愛そう」 

沼津クラブ会長 渡邉実帆    主  題 『意識・努力・協調 その先の未来へ 』 

 

 1月合同例会（部長公式訪問）プログラム 

         2018年1月1６日(火) 18:30～ 

     場所：みしまプラザホテル ２Fルナール 

            司会：三島クラブ 岡田ワイズ 

 開会 点鐘       ３クラブ会長 

 開会の言葉       三島クラブ 青木ワイズ 

 ワイズ信条＆ソング     三島クラブ 岡田ワイズ 

 会長 挨拶       ３クラブ会長  

 ゲスト・ビジター・クラブ紹介 三島クラブ 藤田会長 

 来賓挨拶        豊岡武士 三島市長 

 理事・部長挨拶     栗本東日本区理事/加藤富士山部長 

 入 会 式                御殿場クラブ 高橋隆造様 

 食前の言葉       沼津クラブ 相磯ワイズ 

 誕生日&結婚祝い    

 出席率＆スマイル/各委員会 報告 

 閉会の言葉           御殿場クラブ   

 閉会 点鐘        ３クラブ会長 

 

2018年 1月 THE Y’S MEN’S CLUB OF NUMAZU 

   ～今月の聖句～             

 初めに言（ことば）があった。 

 言は神と共にあった。言は神であった。 

 この言は、初めに神と共にあった。 

 万物は言によって成った。成ったもので、 

 言によらずに成ったものは何ひとつ 

 なかった。言の内に命があった。命は 

 人間を照らす光であった。光は暗闇の 

 中で輝いている。   

 

 

   

   ヨハネによる福音書１章１節～５節 

     ☆January☆  

    Happy Birthday 

  5日       相磯ワイズ 和彦さん 

     Wedding Anniversary    

1５日    長谷川 ワイズ 



      1２月 例会報告  1２月1２日（火）ニューウエルサンピア沼津 

沼津クラブ1２月例会は、多くのゲスト・ビジターをお迎えしてのクリスマス

例会でした。クリスマスと言えば、「イエス・キリストご誕生の日」です。ワイ

ズメンズクラブは宗教自由でどんな宗教の方でも大歓迎ですが、主に

YMCAを支援する団体という以上、やはりクリスマスはイエス様を思い出

す日であってほしいと願い、一昨年前にもお話していただきました、渡邉会

長友人の永田治絵様に今回も聖書を読んでいただき、聖書と讃美歌

でクリスマス讃美を致しました。各々友人を招き、プレゼントを持ち寄り、プレゼント交換、メンバー

の親睦を図り、お食事は洋食コース・ﾋﾞーフシチューと、賑やかで美味しい例会となりました。 

      IBCハイデラバッドクラブよりご挨拶 

Dear Friends, Greetings from Y's Men's Club of Hyderabad. 

We wish you A Very Happy & Prosperous New Year - 

2018! May the New Year bring you Good Health, Wealth, 

Happiness & Joy! Long Live Indo-Japanese Friendship!! 

Regards,    VJ  Vijaya Kumar V 

     “第38回東山荘ワイズメンズクラブ新年例会”   長谷川 等 

1月2日東山荘1号館にて、毎年恒例の全国のワイズメンを対象に新年例会が開催された。

全体の参加者は少なかったが、富士山部から5名の参加でクラブ活動等のアピールが出来

た。私も、6月東日本区大会のお願いを！あまりの好天で、隣接のゴル

フ場富士カントリー行かれた方もあり、例会終了後ゴルフ参加ワイズメ

ンを待っていると、小川さん（世田谷クラブ）から夕方の東山荘年末年始、夜のプログラムに

渡邉会長がサプライズで参加されると聞き、三島クラブ鈴木さんと一緒に夜のプログラムに

参加し、皆で一緒に歌を歌いました。                      

 「年のはじめに」           会長 渡邉実帆 

あっという間の半年、会長としては一年半がたちました。残り半年。そしてその次は富士山部の役員とこんな私

が出来るのかと不安だらけで年を越しました。先ずは６月の東日本区大会、沼津クラブの一大イベントです。

あれもしなきゃこれもしなきゃと思うのですが、なかなか片付いていかないのが現実です。ひとつひとつ、しっかりと

足元っを踏みしめながら前に進みたいと思います。私自身の今年の目標としては体重○kg減とウエスト○セ

ンチ減。さてさて、一年後はどうなっていますやら。まずは健康に注意して・・・皆さん健康で楽しい活動が出来ま

すように。 

          「今年の抱負」           書記 長谷川等 

昨年はクラブ創立50周年を無事盛大に迎えることが出来ました。50周年を記念として始めた、外国人留学

生スピーチコンテストも多くの方々のご協力で成功裏に、日本大学国際関係学部、沼津高専の先生方に

は、是非継続していただきたいとの強い要望もあり、2月には第2回を開催出来る事になりました。4月には、チャ

リティーコンサート、6月には東日本区大会ホストと大きな行事が続きます、どこまで体が持つか不安ですが、

今年1年メンバーにご迷惑をかけないようにいたします。今年も頑張ります！ 

 

    「今年の抱負」           会計 大村貴之 

いよいよ、沼津での区大会の年のなりました。記念講演も、地元沼津出身ののオリンピック金メダリストである岩

﨑恭子さんに決まり、これから登録案内の発送に向けた作業が本格化します。そんな中、我が家では昨年末、

初めての子供となる長男・昌史（まさふみ）が誕生しました。公私ともに「てんてこまい」の１年となりますが、株式

相場格言では戌年は「戌笑う」といわれているゲンの良い年。年末に「今年は頑張った、良い年だった」と笑っ

て話せるような平成30年にできるよう、一生懸命努めて参ります！ 



                  CS委員長   相磯優子    

２０１８年。いよいよ第２１回東日本区大会の年となりました。仕事面では勤続２０年を迎えます。

我が社ではメモリアル休暇を取得し、旅行（必ず行かなければならない）をプレゼントされます。時

期や行先をあれこれ妄想することの楽しさと言ったら・・・。区大会まではあと５ヶ月。これから質も量

も格段に増えていく様々な準備を考えれば、さしずめ“第３コーナーに差し掛かった”といったとこ

ろとで しょうか。区大会ホストという責務を楽しみながら、駆け抜けて行きます。                      

  「今年の抱負」         ユース委員会   菅沼道子 

今年は、さらなるステップのための準備期間で、勉強の一年にしたいと思っております。会社を引き継いで3年目

になる年。目の前のがむしゃらの2年から、ビジョンを形にできるよう行動していきたいと思っております。人生って本

当に何があるかわかりません。ひとつひとつ、日々出会う方たちに感謝しこれからも笑顔で楽しんで生きたいと思

います。 

 

      杉谷美砂          

昨年2月に入会する前に、初めて合同例会に出席させて戴き早１年が過ぎ私自身この時の速さに驚いている

ところであります。今年は第21回東日本区大会を沼津市にて開催と、大きなイベントを控えており増々メンバー

全員の協力体制がクラブにとっては必要かと感じております。昨年はあまり協力出来ていなかった事を反省に、

今年は皆様のご指導の上出来る限りの協力と奉仕を心がけてワイズの活動に参加していきたいと思います。そ

して明るく元気で笑顔で参りたいと思います。宜しくお願い致します。（2017年2月入会） 

  「幸田文さんの随筆から」     副書記/BF委員   大山晴康 

年が『明ける』とは暗くて見えなかったものが少しずつ形を見せて見えるようになることと表現して

いる。わかってくるとは明るくなることで、明るくするとは灯（ひかり）が付くことであるという。そして「世

の中にはどっさり灯を持っている人と、少ししかもっていない人とある。学問も人情も良くわかった

人は沢山の灯をもった人で、自分も明るいし、周りも明るくしつつ行く」と述べている。   

             綾部弘幸         

沼津ワイズメンズクラブのメンバーになり約半年が過ぎようとしています。正直なところまだまだまったく馴染め

ず、ワイズの面白さや、やり甲斐も全然解らないし感じる事さえ出来ないと言った気持ちです。このブリテンの

記事を書くにあたり確かに正直悩みました。ワイズメンバーとしてまた一社会人として、やはり社交辞令的な文

面にしようかとも思いましたが、ここで自分自身に嘘をついているのも苦しいし、現時点の気持ちを正直に書い

た方が良いと判断しました。今後大きなイベントでもある区大会もあり、自分の意思に反した上辺の表情では

なく、真に自然に自分がワイズのメンバーとして何が出来、今後ワイズが面白く感じる事が出来るか？それそ

のものが今の私の正直な目標もしくは課題です。（2017年7月入会） 

      鈴木美代子 

昨年はワイズメンズクラブの一員とし迎えて頂きて初めての経験をさせて頂いて居ます。 

今年は東日本の大会が沼津で開催されると言うことで、先輩の皆様が準備に追われてい

らっしゃる中、私は何も分かりませんが 何かのお手伝いが出来れば幸いです。 この大会を

通して会の事少しでも理解できればと、思います。本年も宜しくお願い致します。 

（2017年10月入会） 

 「今年の抱負」           BF委員長   山野 弘 

私がクラブに入って４２年余り過ぎ、体力に自信がなくなってきました。入会した頃の、地域の様々な奉仕活動に

出席することによってメンバーの方々に色々教えてもらったことを楽しく思い出します。今年は、ＢＦ事業で先輩方

が積み重ねてきた「切手の沼津」を大切に守り、楽しみながら切手整理に責任を持ってやり抜くことを大切にして、

有意義に過ごしたいです。 

      「私のこの一年の抱負のようなもの 」    IBC・DBC副委員長 平野正文 

昨年９月に６５才になり、この３月よりいよいよ自由の身になります。少し余裕を残しての（？）完全退職をと決め

ました。時間と組織に縛られていた４０年以上の間、思うようにできない事とが多くて、残念な思いを何度かしてき

ましたが、これからはグイグイと新しいことに挑戦してボケないようにしていくつもりです。先ずは６月の東日本区大

会が滞りなく進行しますように、自分のできることを粛々と取り組んでいこうと思います。今年も宜しくお願いします。 



 在 籍 者  19  名    スマイル \   １9,388 

 出 席 者   13   名  スマイル累計 \   82,528 

 ゲスト・ビジター  １７  名    BF現金 ￥     0 

  メイキャップ   ０   名   YMCA基金 ￥   ０ 

 広義・功労会員    3   名  出 席 率      81％ 

編集後記： 今月は新年ということでメンバーに「今年の抱負」をお願いしました。皆さんご自分の思いを書いていただき紙面が

賑やかになりました。インフルエンザが流行しています。外から帰ったらまめに手洗いとうがいをしっかりと！一人でもかかると周

りに迷惑をかけます。今年も健康第一で元気に過ごしましょう。      http://numazu-ys.jp  E-mail: mail@numazu-ys.jｐ   

                                                                      ブリテン担当   

   ドライバーのつぶやき №31  泉 文雄 （ドライバー委員長・A副会長）  

 明けましておめでとう御座います。今年も宜しくお願い致します。今年心がける事（笑門来福）又（笑う門

には福来る）とも言います。笑顔を絶やさない人のところへは福・幸せがやってくるよという意味です。ワイズ

年度も折り返し地点をスタートしました。沼津クラブにおいては４月３０日のチャリティーコンサートを計画

しております。最終コーナーで大きなイベントが控えております（第２１回東日本区大会）、大村実行委員

長の元、少数メンバーではありますが、これが沼津クラブだという事を全ワイズメンに見て頂く絶好のチャン

スでもあります。色々な意見もあります。あって当たり前、しかしメンバー一丸となり成功させることが義務を

果たせる事ではないでしょうか。 （おまけ 泉文雄 今年で６回目の戌で～す） 

    ＜役員会報告・審議事項＞      12月21日(木） 沼津ＹＭＣＡセンター 19：00～ 

  2019年7月アジア大会（仙台）相磯さん、スタッフとして依頼あり(承認） 

  1/14富士山部役員会評議会(熱海YMCAセンター） 

                        各委員会報告：ドライバー委員会→今後の例会の件、BF委員会→切手収集再依頼 

                        東日本区大会関係→登録費振込みのための「ゆうちょ口座」開設(クラブ名義） 

          審議事項:沼津YMCAセンター→今後のセンター使用料を1回2000円、「YMCA基金」を再開したらどうか（承認） 

   ＜今後の予定＞ 

1月24日(水）・2月5日(月）19：00～ 区大会委員会（沼津YMCAセンター）  

2月13日(火）18：30～ 2月TOF例会 （沼津YMCAセンター）  2月19日(月）19：00～ 2月役員会(沼津YMCAセンター） 

2月25日（日）第2回日本語スピーチコンテスト （プラサヴェルデ 4F会議室） 

4月30日（月・振休）午後～<チャリティコンサート>沼津クラブ・沼津YMCA主催 場所：沼津市民文化センター 

外国人の為の日本語スピーチコンテスト 

日時：２０１8 年 ２月２５日（日曜日）  12：30～              

会場：プラサヴェルデ ４F 会議室（沼津駅北口より徒歩１分） 

   ☆参加資格：１６才～２９才迄 男女・国籍（出身国）問わず  

   ☆演題『私のふるさと（故郷）（国）』 一人5分程度       写真は昨年度第1回スピーチコンテスト↑ 

           ♪ぬまづチャリティーコンサート♪開催のお知らせ   

   ２０１８年４月３０日（月・振り替え休日）13：30開演  ：  沼津市民文化センター 小ホール  

   このチャリティコンサートの収益金はワイズメンズクラブ東日本区・西日本区/沼津市/沼津YMCAセンター 

   等への寄付を予定しております。御協力を宜しくお願い致します。 詳細はチラシにて、近日配布予定。 


